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pusher現象に対するリハビリテーション
~その定義、評価⽅法、出現率と回復特性~
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1.pusher現象の定義
2.pusher現象の評価
3.pusher現象の疫学（出現率）
4.pusher現象の疫学（回復特性）
5.pusher現象出現のメカニズム
6.pusher現象の病巣
7.pusher現象へのアプローチ



pusher現象 (pusher syndrome）とは

Karnath et al. J Neurol 2007

Davies 1985

あらゆる姿勢で⿇痺側に⾝体軸が傾斜し、
その上、⾮⿇痺側上下肢を押すことに使⽤し、
姿勢を修正しようとする介助に抵抗してしまう現象

あらゆる姿勢で⿇痺側に⾝体軸が傾斜し、
その上、⾮⿇痺側上下肢を押すことに使⽤し、
姿勢を修正しようとする介助に抵抗してしまう現象
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pusher現象についての最初の記述

多くの⽚⿇痺患者は歩⾏⾃⽴に⾄るが、⼀部の患者は歩⾏が
獲得されない。

Patricia M. Davies 1985

歩⾏を獲得できない患者はひとまとめに分類できる共通
の障害を⽰す。

pusher現象と呼ばれ、特徴的現象から命名された。患者は全て
の姿勢で健側に⼒を⼊れ、強く押す。そして、姿勢を他動的に矯正
しようとすると強く抵抗する。
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Daviesの記載（症候群説）

PM Davies  Stepusher現象 to follow 
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脳⾎管障害後の急性期において、多くの患者が⼀時的にこの症状（押す現象）を
⽰す時期を通過する。ある期間の後、ほとんどすべての患者が典型的な⽚⿇痺の姿
へと発展し、さらに患者は⾃⽴していく。

右⽚⿇痺よりも左⽚⿇痺の⽅がずっと多くこの押す⼈症候群になる。典型的症候
として多くは顔は右を向き同時に右に側⽅偏倚している。

左⽚⿇痺に多く重度⿇痺や感覚障害、⾼次機能障害を伴う



初期の⼤規模研究にて症候群説が否定される

Pusher syndromeについて初めて⾏なわれた⼤規模研究
(Copenhagen stroke study)

647名の脳卒中患者のうちリハを受けた327名を対象として、
pusher現象の発⽣に左右半球差があるか、半側空間無視、
病態失認、失語、失⾏といった⾼次脳機能障害の合併率に
pusher現象出現群と⾮出現群間において差異があるかを検証
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左右半球間において出現率に差異は無く、⾼次脳機能障害の
合併率にも差異がなかった。

症候群(syndrome)とする具体的根拠がない事を指摘した。

Pedersen et al. Arch Phys Med Rehabil 1996



神経⼼理学的症候とpusher現象との関連性

⾮pusher現象
群

pusher現象群 P

半側空間無視%
病態失認%
失語%
失⾏%

29.5%
25.1%
37.7%
10.4%

40.0%
27.3%
47.1%
4.8%

NS
NS
NS
NS

NS︓統計学的有意差なし

Pedersen et al. Arch Phys Med Rehabil 1996 7



pusher現象と同意義語
Pusher syndrome 

Ipusher現象ilateral pushing 

Contraversive pushing

Pusher現象

Pushing (pusher) behavior

Listing

Lateropulsion 

Lee et al. Abe et al. Clark et al. Baier et al. Ticini et al. Honore et al. 
Karnath et al. Babyar et al. Johannsen et al. Saj et al. Broetz et al.

Pedersen et al.. 

Kanrnath et al. Broets et al. Lafosse et al

網本ら 本邦で広く使⽤される

Baccini et al. Paci et al. Krewer et al. Santos-Pontelli et al.

Bohannon et al.

DʼAquila et al. Babyer et al.
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他の姿勢定位障害との相違

Margaret L R, Journal of Neurological Physical Therapy  2004 modified 

特 性 pusher現象 Lateropulsion listing

押す現象 積極的に押す 押さない 押さない

修正への抵抗 ある ない
（事前に説明要）

ある
（調査なし）

傾斜する⽅向 ⿇痺側
病巣と対側

病巣と同側
（橋より上では対

側あり）
⿇痺側

病 巣
視床後外側部
中⼼後回⽩質

島葉後部
延髄（脳幹） 調査なし

⽚⿇痺の
重症度 多くは重度 通常は

運動失調
あり

（調査なし）
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Lateropulsionとは

著しい姿勢定位障害を呈する。
脳幹損傷の場合、病巣と同側へ傾斜する。

運動⿇痺は呈さない。
運動失調や温痛覚障害を伴うことが多い。

Arch Neurol 2007

通常、延髄外側部梗塞後に出現する
Wallenberg症候群でみられる現象

Dietrich ＆ Brandt Ann Neurol 1991

<pusher現象との相違点>
上下肢を使⽤して押す事はない
修正への抵抗を⽰すことがない

Karnath J Neurol. 2007



PTOTのための脳画像のみかたと神経所⾒ 医学書院 より引⽤
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脳の深部の外観図

⼀般的には
中脳、橋、延髄
を脳幹と呼ぶ



延髄の三次元的位置の把握
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延 髄

右後外側部
L



pusher現象と⼩脳損傷の関連
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Baier and Dieterich. J Neurol 2012. 259:1468-1469.

19例の急性期の⼩脳損傷例を対象に調査した。
SCPで評価し、pusher現象に該当する症例は存在しなかった。
しかし、14名に2.5度を超えるSVVの傾斜がみれらた。
pusher現象は⼩脳損傷に伴って出現する⼀般的な症状ではない。



PTOTのための脳画像のみかたと神経所⾒ 医学書院 より引⽤
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脳の深部の外観図

視床は間脳に含まれる



視床の三次元的位置の把握
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視床
（⽔平⾯）

16

VPL

脳MRI正常解剖 秀潤社

背内側核(DM)
前腹側核(VA)
外側腹側核(VL)
後外側腹側核(VPL)
視床枕(P)



前核群(A)
内側核群

背内側核(DM)
正中核群

室傍核(PV)
髄板内核群

中⼼内側核(CM)

外側核群
背側核群

背側外側核(LD)
後外側核(LP)
視床枕(P)

腹側核群
前腹側核(VA)
外側腹側核(VL)
後外側腹側核(VPL)
後内側腹側核(VPM)

視床後部
外側膝状体(LGB)
内側膝状体(MGB)

⽪質と視床の連絡

脳MRI 正常解剖 高橋昭喜編著 秀潤社
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CG:帯状回 PrF:前頭前野 SPL:上頭頂⼩葉
IPL/OCC:下頭頂⼩葉・後頭葉
Aud︓聴覚野 Vis︓視覚野 SA:感覚野
Mot:運動野 PrM:運動前野

MML:内側髄板

扁桃体

⼩脳・基底核

内側⽑帯・脊髄視床路

基底核

⼤脳辺縁系

視神経・視索



感覚の経路

位置覚、振動覚、触覚、
意識にのぼる固有感覚
●後索ー内側⽑体路

意識に上らない固有感覚
●脊髄⼩脳路

温度覚、痛覚
（圧覚、触覚）
●脊髄視床路

(前脊髄視床路）

プロメテウス解剖学アトラスより引用



他の姿勢定位障害との相違

Margaret L R, Journal of Neurological Physical Therapy  2004 modified 

特 性 pusher現象 Lateropulsion listing

押す現象 積極的に押す 押さない 押さない

修正への抵抗 ある ない
（事前に説明要）

ある
（調査なし）

傾斜する⽅向 ⿇痺側
病巣と対側

病巣と同側
（橋より上では対

側あり）
⿇痺側

病 巣
視床後外側部
中⼼後回⽩質

島葉後部
延髄（脳幹） 調査なし

⽚⿇痺の
重症度 多くは重度 通常は

運動失調
あり

（調査なし）
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⼀次運動野が
運動出⼒パターンを作る

⼤脳運動野

前庭神経核 上丘 脳幹網様体 ⾚核

脊髄

丹治順 運動と脳 改変 久保⽥、⾍明、宮井著 学習と脳 より引⽤

運動⿇痺出現のメカニズム



MRI⽔平断⾯動画でみるCSTの通過部位

⽪質脊髄路（下肢） ⽪質脊髄路（上肢） ⽪質延髄路

⽪質脊髄路（錐体路）
⼀次運動野→放線冠→内包後脚→中脳⼤脳脚→橋底部→延髄錐体

⻘︓下肢、緑︓上肢、⾚︓顔⾯



放線冠とは⽪質から投射され
内包を通過する投射線維のことを指すこれでわかる拡散MRI 秀潤社より引⽤

⼀次運動野
放線冠

内包後脚
中脳⼤脳脚

橋底部
延髄錐体



MRI⽔平断⾯でみる⽪質脊髄路の通過部位

これでわかる拡散MRIより引⽤



まとめ
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pusher現象とは
①⿇痺側への⾝体軸傾斜、
②⾮⿇痺側の上下肢で押す事、
③修正する介助に抵抗してしまう
と⾔う３つの特徴がある。
特徴、病巣などを参考とし、類似する
現象とはしっかり区別して、適切な
介⼊を模索しなくてはならない。



Burke lateropulsion scale (BLS)

pusher現象の評価
Daviesの記述に基づく観察

(Davies 1985)

Scale for Contraversive Pushing (SCP)
(Karnath et al. 2000)

Burke lateropulsion scale
(DʼAquila et al. 2004)

Simple 4-point scale
(Lafosse et al. 2004)

(Baccini et al. 2006, 2008, Systematic review  Babyar et al. 2009)

SCPは測定再現性、妥当性が検証され、
感度・特異度ともに優れている

Scale for Contraversive Pushing (SCP)

判定基準︓ 各々の下位項⽬ ＞ 0
臨床家の判断との⼀致率98.1% (κ=.933)

25

Burke lateropulsion scale (BLS)



Scale for contraversive pushing (SCP)

①姿勢、②伸展外転、③修正への抵抗の3項⽬がいずれも＞0
の時、Pushingがあると判定する （最⼩で1.75）

Baccini et al. 2006

①姿勢（⿇痺側への傾斜）
ひどく傾き転倒する
転倒しないが⼤きく傾いている
軽度に傾いている
傾いていない

②伸展と外転（押す現象の出現）
姿勢を保持している状態で押してしまう
動作に伴い押してしまう
押す現象は観察されない

③修正への抵抗*
正中位へと修正すると抵抗する
抵抗しない

Karnath et al. 2000坐位と⽴位で評価し、最重症の6〜0(なし)の値をとる

評価項⽬ 坐位 ⽴位

1
0.75
0.25
0

1
0.5
0

1
0

：
：
：
：

：
：
：

：
：

最重症2～0(なし)の値をとる

最重症2～0(なし)の値をとる

最重症2～0(なし)の値をとる

＊側⽅に移動させますが動かないで下さいと指⽰する

26



（A）姿勢の傾き：自然に姿勢を保持した際にみられる姿勢の左右対称性
1点＝麻痺側にひどく傾斜しており麻痺側へ倒れてしまう
0.75点＝倒れるまではいかないがひどく麻痺側へ傾いている
0.25点＝軽く麻痺側へ傾いている
0点＝麻痺側へ傾いていない（正中位あるいは非麻痺側にある）

（B）押す現象の出現（伸展と外転）：非麻痺側上肢もしくは下肢による押す現象の出現
1点＝座位や立位で静止しているときから、既に押す現象がみられる（座位保持時、自然に下肢を外転している、
あるいは、上肢で床を押す。立位保持時、自然に下肢が外転している、あるいは、座位から立ち上がり立位と
なった時に自然に足を広げて外転し、下肢を押すことに使用している）

0.5点＝姿勢を変えたときだけにみられる
・座位：①②の2つの課題で評価する。①端座位姿勢の保持では押す現象がみられないが健側上肢をプラット
フォームにつけ、離殿し健側方へ移動（座る位置を健側へ滑らせる）させた時に押してしまう。あるいは②プ

ラットフォーム（ベッド）から非麻痺側にある車いすへ移動しようとして、車椅子のタイヤの高さを超えるほ
ど殿部を持ち上げた際に、押す現象が観察される。
※①か②のどちらか、あるいは両方で現象が出現した場合に0.5と採点する。
・立位：立位（介助ありでもよい）となった際に押さないが、歩き始めると押してしまう場合に0.5と評価する。

0点＝上肢または下肢による伸展・外転はみられない

（C）修正への抵抗：身体を他動的に正中位に修正したときの抵抗の出現

1点＝正中位まで修正しようとすると抵抗が起きる
0点＝抵抗は出現しない
※胸骨と脊柱に触れ、患者に「これからあなたの身体を横に動かしますので、それを許容して下さい」と告げて
から動かし、抵抗が出現するかをみる

Clinical assessment Scale for Contraversive Pushing（SCP）
[Karnath HO.，et al：The origin of contraversive pushing: evidence for a second graviceptive system in humans. Neurology. 55：1298-304，2000より]

阿部浩明； (吉尾・森岡・阿部編)標準理学療法学 神経理学療法学 医学書院 より引用 27



Burke Lateropulsion Scale (BLS)

BLSはSCPより感度が良く治療後の効果検証に利⽤しやすい
DʼAquila et al. Clin Rehabil 2004

本人許諾の上掲載

pusher現象の有無の判断はScale for contraversive pushing(SCP)、それ以降の
経過の追跡にはBurke lateroplusion scale(BLS)を⽤いることが推奨される。



SCPとBLS

29

SCPは感度・特異度ともに優れ、SCP各項⽬>0の場合、臨床家の判断
との⼀致率は極めて⾼くpusher現象の判断基準として優れているが、
改善の程度を把握するのには不適である。

BLSは２以上で陽性となるが、この基準で陽性となってもSCPでは陽
性とならない症例がいるため判定基準としては問題がある。BLS陽性
例には脳幹損傷例（lateropulsion）も含まれてしまう。しかし、
SRM (standardized response mean;平均値の変化をスコアの変化
の標準値で除した値で、⽬的とした現象の変化を捉える上での反応性
を⽰すし指標）が⾼く,pusher現象の変化に鋭敏である。



下肢をつかない状態での座位姿勢
a. 体幹を正中位へ近づけようとした際には⾮⿇痺側の股関節が外旋する．
b. ⿇痺側へ傾斜させた時には外旋が抑制され下腿が正中位に位置する．

a b

⿇痺側へ傾斜正中位へ修正

阿部浩明 Contraversive pushing と脳画像情報 理学療法ジャーナル 30



まとめ
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複数の評価法があるが、SCPとBLSが、現在、
国際的に信頼性の⾼いpusher現象の評価法として
使⽤されている。
判定においてはSCPが、経過追跡においてはBLSが
有効とされている。
その他、簡易にpusher現象の有無を
確認する⽅法があり、SCPやBLSと併⽤して
評価すると良い。
＊出現の可能性は後述する関連病巣を把握すると良い。



pusher現象の不明点（2012年頃まで）

左⽚⿇痺例(右半球損傷例)に多い

出現率
1.5〜63%と様々

出現率における半球間差異
!"#$%&'(%#$)**+,)$,"*-,.//01,2%3"##%# )$,"*-,45671,()8)9&)#,)$,"*-,45571,:"#)**&,)$,"*-,.//01,2";;+#+,)$,"*-,.//6

多くの脳卒中患者は歩⾏⾃⽴に⾄るが、
pusher現象を伴う症例は歩⾏の獲得が難しく、
そのほとんどは左⽚⿇痺者である

Davies 1985

半球間差異なし
Bohannon 1986, Premoselli et al. 2001, Danells et al. 2004

Pedersen et al. 1996, 網本ら 1996, Lafosse et al. 2005, Baccini et al. 2008
32



脳卒中例におけるpusher現象の出現率
著者 （年） 対象 判定基準 出現数（出現率）

Pedersen et al. 
(1996)

急性期脳卒中者327名
(下肢運動機能障害あり) 観察 34名(10.4%)

Danells et al. 
(2004)

急性期脳卒中者65名
(中等度～重度片麻痺例)

SCP 
合計 > 0 39名(63.0%)

Baccini et al.
(2008)

急性期脳卒中者105名
(下肢運動機能障害あり)

SCP
各々の下位項目 > 0 19名(18.1%)

Bohannon et al. 
(1986)

急性期～維持期脳卒中者112名
(11-84病日) 観察 14名(8.1%)

判定基準が緩い場合に出現率は⾼くなる

Lafosse et al. 
(2005)

回復～維持期MCA領域梗塞者114名
(52.29±34.64病日)

Simple 4-point scale 52名(45.6%)

発症からの期間により影響を受ける
適切な判定基準を⽤いて、急性期から出現率を
再調査する必要がある 33



54%
58%
56%
59%

100%
95%

Pedersen et al. 1996 (n=34)
網本ら 1996 (n=24)
Lafosse et al. 2005 (n=52)
Danells et al. (n=62) 
Bohannon 1986 (n=14)
Premoselli et al. 2001 (n=21)

pusher現象の出現における半球間差異
右半球損傷例の割合

非pusher現象群

pusher現象群41%
49%
52%
30%
－
－

報告者（pusher現象症例数）

統計学的有意差はないが、いずれの報告でも
pusher現象群には右半球損傷例が多い

急性期後の報告では圧倒的に右半球損傷例が多い
回復経過における半球間差異が存在するのではないか︖

検証には⼗分なサンプル数の確保が必要

34



広南病院に⼊院しリハを実施した脳卒中患者1660名
（うち1099名に下肢⿇痺あり）

研究⽬的

35

対象と方法

明確な判定基準を⽤い、急性期⼤規模サンプルを対象とし、
pusher現象の出現率と出現率における半球間差異、pusher現象の
回復における半球間差異を調査すること

【臨床的評価項⽬】
pusher現象の評価

全例初回理学療法評価時よりSCPを継続的に評価し、
各下位項⽬> 0の際にpusher現象ありと判定



調査内容
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【回復経過に関わる調査は除外基準を設けた】
発症から14⽇以内にpusher現象が確認できなかった者
14⽇以上の追跡ができなかった者
脳卒中・精神疾患既往、意識障害(JCS≧10)、認知症のある者

【経過に関わる調査】
③臨床的データの半球間差異の⽐較
④pusher現象の消失をイベント発⽣として⽣存分析

【出現率に関わる調査】
①pusher現象の出現率
②出現率における半球間差異



結 果
①出現率

pusher現象の出現率︓14.2%(156/1099)

全体 Pusher群
対象者数 1,099 156
平均年齢 (歳) 69.8 72.9
男性/⼥性 637/462 104/52
損傷領域
右半球損傷 429 97
左半球損傷 453 57
両側半球損傷 47 2
脳幹⼩脳損傷 160 0
クモ膜下出⾎後の脳⾎管攣縮 10 0

下肢運動機能障害が確認されない561例にpusher現象なし
脳卒中例全例の出現率︓9.4%(156/1660)

①出現率
pusher現象の出現率︓14.2%(156/1099)

Abe et al. Stroke 2012
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②出現率における半球間差異

右半球損傷例の割合︓63% (97/154)
リスク⽐︓1.61 [95%信頼区間 1.20 – 2.17]
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回復経過に関する調査

発症14⽇以内にpusher現象が確認できな
かった者
14⽇以上の追跡ができなかった者
脳卒中・精神疾患既往のある者
意識障害(JCS≧10)、認知症のある者

36例
22例
39例
14例

条件を満たした35例を対象とした
（左半球損症例8例、右半球損症例27例）

【除外基準】
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③pusher現象を呈した35例の左半球損傷群と右半球損傷群の臨床的データの⽐較

Abe et al. Stroke 2012
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まとめ
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出現率に関する報告は多様で、出現率は対象患者群と
判定⽅法の影響を強く受ける。
また、回復して⾏く事から、調査時期の影響を受ける。
右半球と左半球における出現率は約3︓2で右半球に
少し多いが左半球損傷例にも出現する。
ただし、回復における半球間差異があるため、
急性期をすぎると右半球損傷例の割合が⾼くなる。



pusher現象に対するリハビリテーション
~その定義、評価⽅法、出現率と回復特性~
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1.pusher現象の定義
2.pusher現象の評価
3.pusher現象の疫学（出現率）
4.pusher現象の疫学（回復特性）
5.pusher現象出現のメカニズム
6.pusher現象の病巣
7.pusher現象へのアプローチ



pusher現象の経過

6ヶ⽉経過するとほとんど全例回復した。
⼀⽅で2名の残存例も存在した。

44選定基準 SCP各下位項⽬≧１
Karnath et al. J Neurol 2002



pusher現象の経過

発症1週以内では63%(39/62)にpusher現象が出現したが、
pusher現象例の62％は6週後に消失した。そして3ヵ⽉後には
全体の13%(8/62）に残存した。
最初の症状が軽度の症例のほど消失するまでの期間が短い。

Mean (±SE) pushing scores (SCP max=6) for the pushers 
at 1 week (n=39), 6 weeks (n=39), and 3 months (n=38) 

after stroke. 
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Danells et al. Stroke 2004 



pusher現象の有無はADLの利得(%)と退院時の⾃⽴者⽐率と関連しなかった。
⼀⽅でpusher現象は最終的なADLスコアに到達するまでの期間に影響を与えていた。
初回の脳卒中重症度の相違を調整するとpusher現象群は⾮pusher現象群と⽐較し
3.6週間ほど回復までの期間を増⼤させた。

BIの最⼤回復値の何パーセントまで回復しているかを⽰している。

12週と16週で
約95％に到達

Pedersen et al. 1996
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Duncan PW et al. Stroke 1992

□︓pusher
現象群
＋︓⾮
pusher現象
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pusher現象群は⾮pusher現象群と⽐較して治療効率は半分に満たず、pusher現象は
リハビリテーション予後にとって負の因⼦である。
もし、pusher現象が⻑期にわたって残存すれば⾮常に良くない影響を及ぼしてしまう。

Krewer C et al. Top stroke rehabil 2013

pusher現象の持続期間と運動機能改善の有効性 (r=-0.351, p<0.01), 運動機
能改善効率(r=-0.351, p<0.01), BIの有効性(r=-0.341, p<0.01), BIの改善

効率(r=-0.334, p<0.01)には有意な負の関連がある.
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左右損傷半球別にみたBLSが０or１になるまでの障害別の時間曲線

＋は退院
による
データ⽋損

左半球損傷例 右半球損傷例

BL
Sの

残
存

率
（

2以
上

）

⼊院期間（⽇）

BL
Sの

残
存

率
（

2以
上

）

⼊院期間（⽇）

１）群
２）群
３）群

１）群 運動⿇痺のみ出現したもの
２）群 運動⿇痺と感覚障害を伴うもの or 運動障害と視野障害(半側空間無視)を伴うもの
３）群 運動⿇痺と感覚障害と視野障害(半側空間無視)を伴うもの

Babyar SR et al. Neurorehabil Neural Repair. 2015 より改変引用

1)群は早期回復
P<0.05



ADLの予後と帰結のまとめ
Pusher群と⾮pusher群での⽐較

初回FIMはpusher現象群が有意に低いが最終FIMには差がない。
Dannels et al. 2004

pusher現象群と⾮pusher現象群では退院時の⾃⽴⽣活者の割合、
ナーシングホームへの転帰率に差がない。

Pedersen et al. 1996
Barthel Indexの改善効率は著しく不良で、pusher現象が残存した
場合の在宅復帰率やADLの予後は著しく不良である。

Krewer et al. 2013

pusher現象の存在はADLを低下させ、治療に⻑期間を要する。
もし、この現象が残存した場合には予後不良であるが、

pusher現象が多くの例で改善することから全体的にみれば
ADLの予後は必ずしも不良ではない。 49

pusher現象が消失しにくい症例は運動⿇痺、感覚障害、半側空間無視などの
重複障害である。

Babyar et al. 2015


